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お 知 らお 知 ら せ せ お 知 らお 知 ら せ せ お 知 ら せ 

山形市総合スポーツセンター 

●抽選対象施設
第一体育館・第二体育館・※武道場・弓道場・軽運動場
会議室・合宿所・多用途広場 
※武道場について
震災後の点検の結果、畳に損傷が見られましたので
現在畳の交換を行う予定をしております。当面の間、
柔道場フロアは畳がない状態（フロアのみ）での
貸出となりますのでご了承ください。

●抽選会日程
平成23年10月５日（水）

●開催時間
合宿を伴う利用の場合
　午後１時 受付開始／午後１時15分 抽選開始
合宿を伴わない施設利用の場合
　上記抽選が終了後受付開始／午後２時 抽選開始

●開催会場
山形市総合スポーツセンター大会議室　

　《お問合わせ先》
山形市総合スポーツセンター事務室  023-625-2288

江南・福祉・南部・沼の辺体育館 

●抽選会日程
平成23年10月６日（木）

●開催時間
午後１時30分 受付開始
午後２時 抽選開始

●開催会場
・江南体育館→江南体育館
・福祉体育館→福祉体育館
・南部体育館→南部体育館
・沼の辺体育館→総合スポーツセンター会議室

　《お問合わせ先》
江南体育館  023-684-4296
福祉体育館  023-635-1771
南部体育館  023-641-6705
沼の辺体育館  023-625-2288

☆平成23年 11月分 抽選会日程について

野球場・運動広場 

●抽選対象施設
山形市野球場・流通センター野球場・立谷川運動広場
西部運動広場・鋳物町運動広場

●抽選会日程
平成23年10月10日（月）

●開催時間
山形市野球場にて
　午前９時 受付開始／午前９時30分 抽選開始
　《お問合わせ先》
山形市野球場事務室  023-645-4452

山形市陸上競技場 

●抽選対象施設
山形市陸上競技場

●抽選会日程
平成23年10月11日（火）

●開催時間
山形市陸上競技場にて
　午前９時 受付開始／午前９時30分 抽選開始

　《お問合わせ先》
山形市陸上競技場事務室  023-641-1956



お 知 ら せ お 知 ら せ 



山形市総合スポーツセンター 〒990-0075  山形市落合町１番地 TEL．023-625-2288　FAX．023-625-2285 
山形県体育館・武道館 〒990-0826  山形市霞城町１番２号 TEL．023-644-5656　FAX．023-644-5655 
福 祉 体 育 館 〒990-0021  山形市小白川町2-3-33 TEL．023-635-1771　FAX．023-635-1771 
南 部 体 育 館 〒990-0035  山形市小荷駄町7-110 TEL．023-641-6705 
江 南 体 育 館 〒990-0863  山形市江南1-1-27 TEL．023-684-4296 
沼 の 辺 体 育 館 〒990-0007  山形市沼の辺町4-33 TEL．023-625-2288 

10月の大会予定10月の大会予定10月の大会予定10月の大会予定10月の大会予定
◆スポーツセンター 

場所 日 大会等名など 場所 日 大会等名など 

◆県体育館
場所日 大会等名など

 1日（土）～2日（日） 東北小学生バレーボール選手権大会 主・小競技場
 2日（日） 国体空手強化 剣道場
 7日（金）～9日（日） 全国小学生バドミントン大会東北予選会 主・小競技場
 12日（水） 山形地区レディースバドミントン秋季大会 主競技場
 15日（土）～16日（日） 山形県スポーツレクリエーション祭り（ラージボール卓球競技） 主競技場
 15日（土） 高橋杯県レディースバドミントン大会 主・小競技場

場所日 大会等名など
 18日（火）～21日（金） 全国連合小学校校長会 主・小競技場・武道場
 22日（土） 山形県スポーツタレント測定会 主・小競技場
 23日（日） ジャワ杯兼シニアバドミントン選手権大会 主競技場
 〃 村山地区バドミントン愛好者リーグ戦 小競技場
 29日（土）～30日（日） 山形県高校バスケットボール選抜優勝大会 主・小競技場
 30日（日） 柔道級審査・「形」講習会 柔道場

場所日 大会等名など

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 ９日（日） 第4回　山形市民スポーツフェスタ 江南体育館・福祉体育館
 10日（月） 山形市バレーボール協会 江南体育館
 13日（木）～16日（日） 南部公民館まつり 南部体育館
 16日（日） 中村杯争奪バレーボール大会 江南体育館

場所日 大会等名など
 

23日（日） 第25回　山形県新人交流大会山形地区１・２次大会（バレーボール競技）
 

   
 30日（日） 山形未来ママさんバレーボール大会 南部体育館
 〃 山形市ミニテニス協会秋季大会 江南体育館

◆屋外施設
場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

 10日（月） 山形市内実年交流大会 山形市ソフトボール場
 15日（土）～16日（日） スポーツ少年団新人戦大会 
   
 22日（土）～23日（日） JFAキッズフェスティバル 山形市陸上競技場

 〃 スポーツ少年団新人戦大会 
   
 23日（日） 還暦野球大会 鋳物町運動広場
 〃 わらがい杯　村山地区社会人女子大会 山形市ソフトボール場
 29日（土）～30日（日） JFAキッズフェスティバル 山形市陸上競技場
 〃 少年軟式野球交流大会 流通野球場
 〃 蔵王杯 山形市ソフトボール場
 29日（土） 南部地区少年野球大会 西部運動広場・鋳物町運動広場
 30日（日） 還暦野球大会 鋳物町運動広場

 １日（土）～２日（日） 第26回　東北小学生バレーボール選手権大会 第１・２体育館
 〃 山形県Ｕ－15リーグ戦大会 多用途広場
 １日（土） 秋季山形市民テニス大会　一般シングルス テニスコート
 ２日（日） 第54回　弓道基礎講習会 弓道場
 〃 山形地区高校新人選手権大会 テニスコート
 ８日（土） ソフトテニスの記念日山形県中学生大会 テニスコート
 

９日（日） 第４回　山形市民スポーツフェスタ
 

   
 10日（月） グランドシニア東北選手権　第43回JDSF競技会（ダンス競技） 第１体育館
 〃 第29回　グランドチャンピオン大会（ソフトボール大会） 多用途広場
 〃 山形県秋季ソフトテニス選手権大会 テニスコート
 11日（火） 第６回　チーム対抗戦（テニス競技） テニスコート
 15日（土）～16日（日） 山形県高校新人体育大会（弓道競技） 弓道場
 15日（土） 第32回　山形県なぎなた大会 武道場
 16日（日） 東北ブロック公認東部総局後期全山形競技ダンス選手権大会 第１体育館

 １日（土）～２日（日） 東北大学サッカーリーグ戦 山形市陸上競技場
 １日（土） 中学校軟式野球大会 流通野球場
 ２日（日） 早朝野球 流通野球場
 〃 山形市内実年交流大会 山形市ソフトボール場
 〃 沼木ソフト愛好会 西部運動広場
 〃 還暦野球大会 鋳物町運動広場
 〃 山形朝野球リーグ 立谷川運動広場
 ８日（土）～９日（日） 第４回山形市スポーツフェスタ 流通野球場
 ８日（土）～10日（月） 秋季山形市中部地区交流戦 西部運動広場
 〃 スポーツ少年団新人戦大会 立谷川運動広場
 ８日（土） スポーツ少年団新人戦大会 鋳物町運動広場
 ９日（日） 還暦野球大会 鋳物町運動広場
 10日（月） スポーツ少年団新人戦大会 流通野球場
 〃 スポーツ少年団新人戦大会 鋳物町運動広場

 16日（日） 新日本プロレス 第２体育館
 〃 グラウンドゴルフ大会 多用途広場
 18日（火） 第33回　幼児体操・鼓笛フェスティバルリハーサル練習会（あけぼの幼稚園） 第１体育館
 22日（土）～23日（日） 県オープンテニス山形大会　一般男女 テニスコート
 23日（日） 吉村杯大会（バスケットボール競技） 第１体育館
 〃 平成23年度　秋期審査会（弓道競技） 弓道場
 〃 第36回　山形市PTA連合会ソフトボール大会 多用途広場
 25日（火） 第33回　幼児体操・鼓笛フェスティバルリハーサル練習会（ゆりかご幼稚園） 第１体育館
 〃 第17回　支部長杯（テニス競技） テニスコート
 26日（水）～31日（月） 山形県高校研修ソフトテニス大会 テニスコート
 26日（水） 第33回　幼児体操・鼓笛フェスティバルリハーサル練習会（ひまわり幼稚園） 第１体育館
 27日（木） 第33回　幼児体操・鼓笛フェスティバルリハーサル練習会（南沼原ひまわり幼稚園） 第１体育館
 29日（土）～30日（日） 第64回　全日本バレーボール選手権大会　山形県代表決定戦 第１・２体育館
 〃 山形県なぎなた連盟 剣道場
 〃 四種滝山杯サッカー選手権大会 多用途広場

第１・２体育館・武
道場・弓道場・多用
途広場・屋内プー
ル・テニスコート

流通野球場
西部運動広場
立谷川運動広場

流通野球場
西部運動広場
鋳物町運動広場
立谷川運動広場

南部体育館
江南体育館
福祉体育館




